
『会議の記録の概要』

1.日　　時　：　平成２９年２月２日（水）１８：００～２０：４５

2.場　　所　：　会議室２

　欠 席 者　：　なし

4.議　　題

【審議事項】

　（1）新規医学研究の審議について（審議事項：実施の適否）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 審議対象 結果

I126
認知機能の低下によってインスリン自己注射の介助を受ける
高齢者の体験

看護学部
老年看護学

教授 平松　知子 新規 承認

I128
臨地実習経験前の看護学生が患者の看護場面からの視覚情報
を知覚する心理活動の特徴 -日常生活場面に着目して-

看護学部
基礎看護学

教授 坂井　恵子 新規 承認

I129
周産期女性の冷え症の東洋医学的所見による検証と母児に及
ぼす影響

看護学部
母性看護学・助
産学

教授 柳原　真知子 新規 承認

I130 社会経済格差とがん検診発見、早期診断および生存率との関連 公衆衛生学 教授 西野　善一 新規 承認

I132
胆道癌・膵臓癌における悪液質の現況と介入効果、癌の病勢
と悪液質の関連についての研究

一般・消化器外
科学

教授 小坂　健夫 新規 承認

I133
ストレングスモデルに基づく行動制限最小化看護介入の開発
における研究

看護学部
精神看護学

講師 長山　豊 新規 承認

I135 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病早期発見のための嗅覚検査の有用性に関する研究 耳鼻咽喉科学 教授 三輪　高喜 新規 承認

I137 臨床実習におけるｺﾝｺｰﾀﾞﾝｽ概念を活用した教育方法の検討
看護学部
精神看護学

講師 長山　豊 新規 承認

I143
大規模職業集団における定年退職前後の生活習慣、保健行動
の変化に関する検討

看護学部
公衆衛生看護学

教授 中島　素子 新規 承認

　（2）医学研究定期的継続審議について（審議事項：実施継続の適否）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 審議対象 結果

I008
地域がん登録ﾃﾞｰﾀと院内がん登録全国集計ﾃﾞｰﾀを用いたがん
診療実態の把握

公衆衛生学 教授 西野　善一 実施状況 承認済

I041
家族性高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症・家族性Ⅲ型高脂血症・高ｶｲﾛﾐｸﾛﾝ血症
の予後実態調査

循環器内科学 教授 梶波　康二 実施状況 承認済

I042
脂質異常症を合併した一次予防患者における動脈硬化性疾患
発症に関する観察研究

循環器内科学 助教 梶波　康二 実施状況 承認済

I055
ﾋﾞﾀﾐﾝB1が保存期慢性腎臓病患者の認知機能に与える影響の
検討

腎臓内科学 教授 横山　仁 実施状況 承認済

E044
原発性ネフローゼ症候群症例を対象とした発症率、予後に関
する観察研究（前向きコホートスタディー）

腎臓内科学 教授 横山　仁 実施状況 承認済

E091
一般財団法人National Clinical database（日本臨床データ
ベース機構）への手術・治療情報登録

循環器内科学
臨床准
教授

藤岡　央 実施状況 承認済

E239
大規模疫学調査による、認知症の発症促進因子および抑制因
子の検索に関する研究－地域行政ﾃﾞｰﾀを用いた認知症発症要
因に関する研究－

高齢医学 教授 森本　茂人 実施状況 承認済

E240
腎移植例における血清脂質ﾏｰｶｰと内臓脂肪および皮下脂肪と
の関連

腎臓内科学 教授 横山　仁 実施状況 承認済
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№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 審議対象 結果

E242
地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究
－特にそれが及ぼす在宅医療の非継続性と地域における介
入・ｼｽﾃﾑ構築に向けて－

高齢医学 教授 森本　茂人 実施状況 承認済

E243
市販後調査における重篤副作用（間質性肺炎、横紋筋融解
症、重症薬疹等）の発症要因解明と安全性に関する研究

循環器内科学 教授 梶波　康二 実施状況 承認済

E247 家族性骨髄異形成症候群に関する全国調査 血液免疫内科学 助教 坂井　知之 実施状況 承認済

R028
尿メタボローム解析によるフッ化ピリミジン代謝酵素活性と
抗がん剤副作用予測

腫瘍内科学 教授 元雄　良治 実施状況 承認済

R033 心血管疾患患者における歯の健康状態調査 循環器内科学 教授 梶波　康二 実施状況 承認済

R113 骨髄不全症候群患者における体内鉄動態に関する臨床研究 血液免疫内科学
特任教
授

福島　俊洋 実施状況 承認済

R243
自己免疫性溶血性貧血患者の血中ST2と赤血球結合IgGｻﾌﾞｸﾗｽ
の定量

血液免疫内科学 教授 正木　康史 実施状況 承認済

【報告事項】

　（1）迅速審査報告（新規）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 報告事項 結果

I119
静脈洞血栓症における頭部ルーチンMRI撮像法の診断能の比較
検討

放射線医学 教授 利波 久雄 新規 承認済

I121
皮膚・排泄ケア認定看護師不在施設における遠隔看護ストーマケ
ア支援システムの効果検証

看護学部
成人看護学

教授 紺家 千津子 新規 承認済

I122
成人侵襲性肺炎球菌感染症患者における肺炎球菌株の莢膜血
清型分布および薬剤感受性に関する多施設共同観察研究

臨床感染症学 教授 飯沼 由嗣 新規 承認済

I123

切除不能進行・再発大腸癌における BRAF 遺伝子変異に関する
多施設共同観察研究
(BRAF mutational status in Japanese patients with RAS wild-type
metastatic colorectal cancer; a nation-wide, multicenter,
observational study)

一般・消化器外
科学

教授 小坂 健夫 新規 承認済

I124
陰圧創傷治療システム(SNAP)を使用した創傷の変化に関する研
究

形成外科学 教授 川上 重彦 新規 承認済

I125 臓器特異的HDLの病態生理学的意義の検討 循環器内科学 教授 梶波 康二 新規 承認済

I127 腎移植例における血清アディポネクチンと血管石灰化との関連 腎臓内科学 助教 足立 浩樹 新規 承認済

　（2）医学研究内容の変更について（審議事項：実施継続の適否）

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 審議対象 結果

E086
一般財団法人National Clinical Database（日本臨床データ
ベース機構）への手術・治療情報登録

一般・消化器外
科学

教授 小坂　健夫
研究組織変
更

承認済

I106

腸骨動脈・大腿膝窩動脈・膝下動脈病変を有する閉塞性動脈
硬化症患者における血管内治療の安全性と有効性に関する多
施設・後ろ向き研究
FIT-EVT Study　Fukui Ishikawa Toyama EndoVascular
Therapy in Peripheral Artery Disease-Retrospective
multicenter registry-

心血管ｶﾃｰﾃﾙ治療
学

臨床准
教授

土谷　武嗣
調査期間変
更

承認済

I123

切除不能進行・再発大腸癌における BRAF 遺伝子変異に関す
る多施設共同観察研究
(BRAF mutational status in Japanese patients with RAS
wild-type metastatic colorectal cancer; a nation-wide,
multicenter, observational study)

一般・消化器外
科学

教授 小坂　健夫
研究組織変
更

承認済

R218 ｵﾙﾌｧｸﾄｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨによる他覚的臭覚検査法 耳鼻咽喉科学 准教授 志賀　英明
研究期間変
更

承認済

R238 食べ方の指導による嗅覚障害ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ法の比較研究 耳鼻咽喉科学 准教授 志賀　英明
研究期間変
更

承認済



　（3）研究の終了について

№ 審査課題名 所属 職名 研究責任者 報告事項 結果

I048 高齢者の静脈穿刺後皮下出血における皮膚ﾊﾞﾘｱ機能の評価
看護学部
成人看護学

教授 紺家　千津子 終了報告

I063
精神科ﾘｴｿﾞﾝﾁｰﾑが介入した2015年度の当院におけるせん妄の
実態

精神神経科学 助教 新田　佑輔 終了報告

I068
小・中学生に対する薬物乱用防止教育を実践した医学生・看護学
生の認識

看護学部
精神看護学

講師 田中　浩二 終了報告

E008 高齢者高血圧コホート研究 高齢医学 教授 森本　茂人 終了報告

E093
ストーマ周囲皮膚障害重症度評価スケール(ABCD Stoma)の信頼
性の検証

看護学部
成人看護学

教授 紺家　千津子 終了報告

E120
一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対する多施設共同観察研究
TAM-10

小児科学 教授 犀川　太 終了報告

E122
近畿GIST研究会GIST登録事業(GIST患者の治療状況を把握する
ための疫学研究)

一般・消化器外
科学

教授 小坂　健夫 終了報告

E126
改訂版ｽﾄｰﾏ周囲皮膚障害重症度評価ｽｹｰﾙ(ABCD Stoma)の信
頼性の検証

看護学部
成人看護学

教授 紺家　千津子 終了報告

E238
新世代治療導入後の未治療NK/T細胞ﾘﾝﾊﾟ腫における治療実態
把握と予後予測ﾓﾃﾞﾙ構築を目的とした国内および東ｱｼﾞｱ多施設
共同後方視的調査研究（NKEA project）

血液免疫内科学 教授 正木　康史 終了報告

E239
大規模疫学調査による、認知症の発症促進因子および抑制因子
の検索に関する研究－地域行政ﾃﾞｰﾀを用いた認知症発症要因
に関する研究－

高齢医学 教授 森本　茂人 終了報告

E240
腎移植例における血清脂質ﾏｰｶｰと内臓脂肪および皮下脂肪との
関連

腎臓内科学 教授 横山　仁 終了報告

E242
地域・在宅高齢者における摂食嚥下・栄養障害に関する研究－特
にそれが及ぼす在宅医療の非継続性と地域における介入・ｼｽﾃﾑ
構築に向けて－

高齢医学 教授 森本　茂人 終了報告

R031
難治性ネフローゼ症候群に対するLDL-アフェレシス治療の長期
効果に関する前向き調査

腎臓内科学 教授 横山　仁 終了報告

R033 心血管疾患患者における歯の健康状態調査 循環器内科学 教授 梶波　康二 終了報告

R109
在宅自己導尿患者への医療・衛生材料供給標準化への取り組み
－開業医ネットワークによる供給リスト作成、試行、効果検証－

看護学部
在宅看護学

教授 前田　修子 終了報告

R160
ストーマ周囲皮膚障害重症度評価スケール（ABCD Stoma)の妥当
性の検証

看護学部
成人看護学

教授 紺家　千津子 終了報告

R162 外来化学療法における制吐療法の現状調査 腫瘍内科学 教授 元雄　良治 終了報告


